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社長の前田新造です。

本日はお忙しい中、足をお運びいただき

誠にありがとうございます。

３年前の2005年4月、「いったん会社を壊

して作り直す」と宣言して船出した前3ヵ

年計画。厳しい改革の連続に、社員達は

よく応えてくれました。

3年後の今、資生堂はグローバル企業と

して持続的成長の「可能性」に満ちた、実

行力の伴う会社へ変貌を遂げたと感じて

います。しかし、これはスタートラインに

過ぎません。この「可能性」を現実のもの

としていく、これからがむしろ、「改革の真

価」が問われるステージとなります。

「次の3年で私たちが何を目指そうとして

いるのか」－今日はこのことを皆様にご

案内し、私たちの決意と意気込みをご理

解いただけたらと思っております。

資生堂のこれまで資生堂のこれまで

まずはじめに、前3ヵ年に至るこれまでの資

生堂を簡単に振り返っておきます。
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第第11次成長期次成長期
⇒国内での成長

70年代まで資生堂は、国内市場におい

て、高度成長期の波に乗り右肩上がり

で業績を拡大していました。これには、

「再販制度」をベースに50年代に構築さ

れたボランタリーチェイン契約店との取

引の仕組みが大きく寄与しており、この

時期が資生堂にとっての第一次成長期

でもありました。

80年代に入る頃から消費者の嗜好や

購買行動、チャネルや価格の多様化が

一気に進行しはじめ、バブル崩壊を境

に長い低迷の時期に突入することにな

ります。

既に成熟の段階に入っていた日本市

場において、古い仕組みをつぎはぎしな

がら乗り切ろうと苦しんだ結果、会社運

営は「負のスパイラル」へと陥っていき

ました。

負のスパイラル⇒再販制度の呪縛

売上低迷売上低迷

マーケティングマーケティング
投資の分散投資の分散

販売パワー分散販売パワー分散

新製品による新製品による
売上づくり売上づくり

多くの新製品開発多くの新製品開発
・市場導入・市場導入

中心ブランド中心ブランド
パワー喪失パワー喪失

店頭スペース減少店頭スペース減少

全てが疲弊する全てが疲弊する
悪循環悪循環

売上の低迷を脱するため、新ブランドや

新製品を矢継ぎ早に投入して投資や販

売パワーを分散させ、その結果ブランド

力が低下する。だからますます売上が低

迷する。

全てが疲弊する悪循環は、まさに、再販

制度時代に作られた仕組みの呪縛によ

るものでした。



再販に
守られた時代

経済成長の

追い風

ﾁｬﾈﾙ構造変化加速
専門店苦戦

組織小売業台頭
新興ﾁｬﾈﾙ(通販・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)

価格の多様化

顧客嗜好と購買行動
の多様化

～80年代前半 80年代後半～2000年代前半

第一次成長期
＝ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾌﾟﾚｲﾔｰ

停滞・古い仕組みの呪縛

店頭基点の経営改革

負の遺産整理（在庫など）

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの絞込み

POS導入・店頭売上重視

早期退職

外資ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの進攻 97年再販完全撤廃

前3ヵ年計画

2005年～2007年

古い仕組みの呪縛からの脱却・
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰとしての

第二次成長期を目指す準備

前3ヵ年の位置づけ

資生堂は、そこから脱却し、新しく生まれ

変わらなければならない。

前3ヵ年は、70年代に次ぐ第2の持続的

成長軌道の実現に向け、グローバルプレ

イヤーとして生まれ変わるための基盤づ

くりに取り組んだ3年だったわけです。

国内

国内に偏重した旧来型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを再生し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰへと脱皮国内に偏重した旧来型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを再生し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰへと脱皮

①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合
　 ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ絞込み
　 不採算ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ整理

②②取引制度改革（一律画一の脱却）取引制度改革（一律画一の脱却）
　　結果報奨型⇒取り組み意欲促進型
　　一律画一⇒ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ手法に連動

③③営業体制の再編営業体制の再編
　　化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
　　ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

④④BCBCの活動の活動革新革新
販売ﾉﾙﾏ撤廃⇒お客さま満足第一に

⑤⑤価値創造体制の価値創造体制の再編再編
　　ｶﾃｺﾞﾘｰ別ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ制導入

⑥⑥生産・物流体制の効率化生産・物流体制の効率化
　　国内6工場⇒4工場体制確立
　 物流子会社・施設売却⇒ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

「コミットメント=営業利益率８％以上達成」＋海外売上比率35％超＋総還元性向90％超「コミットメント=営業利益率８％以上達成」＋海外売上比率35％超＋総還元性向90％超

ﾎﾟｽﾄ再販の新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築 海外

①中国を中心に売上拡大①中国を中心に売上拡大
　　中国：4期連続＋30％以上の売上拡大
　　　　　第2の柱・化粧品専門店ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大
　　 海外全体3期連続＋10％以上売上拡大
　　

②不採算事業の整理②不採算事業の整理
　　赤字会社9社→1社

③北米構造改革③北米構造改革
　　機能の集約・統合で事業間ｼﾅｼﾞｰ創出
　　赤字体質脱却（所在地別利益率6％以上）

　　

収益性拡大の源泉

①人事改革①人事改革

②組織改革②組織改革

③ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革③ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革

事業基盤整備
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原資の適正（集中）配分
ﾊﾞﾗﾝｽとれた収益構造確立

本格的成長軌道に向けての
事業基盤確立

前3ヵ年計画の成果

その成果のポイントをまとめるとこの図

のようになります。

国内では、マーケティングから店頭・営

業、開発・生産にいたるまで、会社機能

や仕組みを全て今日的に組み替え、新

しいビジネスモデルを構築しました。海

外では、中国を中心に2桁成長の売上

を確保するとともに、不採算事業の整

理などを断行し、収益性を大幅に改善

させました。10年少し前には1桁でしか

なかった海外売上比率は36％を超える

までに高まりました。

これにより、コミットメントした営業利益

率8％以上を達成するとともに、総還元

性向で9割を超える株主還元も行うこと

ができました。（2008/3期第3四半期実

績開示時の見込みベース）おかげさま

で、5000億円台で低迷していた時価総

額もほぼ2倍の1兆円を超えました。



資生堂のこれから資生堂のこれから

そしてこれからが、「グローバルプレイヤー

として資生堂の第2次成長期」を確かなも

のとする本格的なステージとなります。

資生堂資生堂資生堂

日本をオリジンとし
アジアを代表するグローバルプレイヤーへ

日本をオリジンとし日本をオリジンとし
アジアを代表するグローバルプレイヤーへアジアを代表するグローバルプレイヤーへ

前3ヵ年：グローバルプレイヤーとしての基盤整備前前33ヵ年：グローバルプレイヤーとしての基盤整備ヵ年：グローバルプレイヤーとしての基盤整備

私たちが目指すグローバルプレイヤーとは

私たちが目指すのは、グローバルプレイ

ヤーの中でも、「日本をオリジンとしアジア

を代表するグローバルプレイヤー」へと成

長していくことです。



世界中の市場で成長性を高め、少なくとも
　　　世界の化粧品市場の成長率を上回ること
世界中の市場で成長性を高め、少なくとも
　　　世界の化粧品市場の成長率を上回ること

グローバルコンペティターに匹敵する
　　　　ROEと営業利益率をきちんと出し続ける

　　　　　　　　　　　　　　　　経営体質に変革すること

グローバルコンペティターに匹敵する
　　　　ROEと営業利益率をきちんと出し続ける

　　　　　　　　　　　　　　　　経営体質に変革すること

グローバルプレイヤーとしてのハードル

そのために今後クリアしていかなければ

ならないハードルはこの2点です。

ひとつは、世界中の市場で成長性を高

め、少なくとも世界の化粧品市場の成長

率を上回ること。

ふたつめは、これまでも何度も申し上げ

てきたとおり、グローバルコンペティター

に匹敵するROEと営業利益率をきちんと

出し続ける経営体質に変革することです。

資生堂のレゾン・デートル
　　　　　　　　 raison d'être
資生堂のレゾン・デートル
　　　　　　　　 raison d'être

もうひとつ重要な点があります。

それは、他のどのグローバルプレイヤー

とも異なる資生堂ならではの存在意義・

強みを明確に打ち出し、愚直なまでにそ

れを希求していくこと、いわば資生堂の

レゾン・デートルをより強化していくという

ことです。

それを私たちはこう考えています。



一人ひとりのお客さまの『最高の美しさ』
を実現し、『心』まで豊かにすること

一人ひとりのお客さまの『最高の美しさ』
を実現し、『心』まで豊かにすること

資生堂のレゾン･デートルとは

単に商品を売るだけではない。一人一人

のお客さまの 高の美しさを実現するまで

フォローをし、その上で、外見の美しさだけ

でなく心まで豊かになっていただくこと。

Rich
リッチ
Rich
リッチ

＜モノやサービスの「質」に対して徹底してこだわりを持つ＞

Ｈｕｍａｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ

ヒューマンサイエンス

Omotenashi

おもてなし
＜ヒトの「心」への作用

まで探求する＞

＜ヒトやモノを介した触れ合いによって

心まで豊かにする＞

資生堂のレゾン･デートルを支える３つの強み資生堂のレゾン･デートルを支える３つの強み

「心までも豊かにする」というレゾン・デー

トルを支える具体的強みが、この３つの

キーワードです。

まず、リッチ。モノやサービスの質の高

さを細部にわたって徹底してこだわり実

現していること。

ヒューマンサイエンス。研究開発分野に

おいて、肌表面を美しくすることだけで

なく、ヒトの心にいかに働きかけるかま

でを探求していること。

そして、おもてなし。ヒトやモノを介した

触れ合いを通じ、心までも豊かに導いて

いくこと。



これらを表現したものが、コーポレート

メッセージである「一瞬も 一生も 美しく」

なのです。

その瞬間の美しさだけでなく、心まで豊

かに感じていただく積み重ねによって、

人生そのものまでが美しくなっていく。

私たちの存在意義は、商品を売るだけ

ではない、むしろその先にある、ひとり

ひとりのお客さまの美しさと心の豊かさ

を実現することにこそあるのだと、その

思いを改めて強く掲げていきたいと考え

ます。

今後10年のロードマップ今後10年のロードマップ

では、その存在意義を発揮し、世界中の

お客さまに必要とされるため、今後10年を

どのように進んでいくかについて、ご説明

します。



１０年後 ⇒ 売上1兆円超（海外比率5割超）、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰ並みのROE（１５％以上）・

営業利益率（１２％以上）をｺﾝｽﾀﾝﾄに確保できる会社になる

１０年後 ⇒ 売上1兆円超（海外比率5割超）、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰ並みのROE（１５％以上）・

営業利益率（１２％以上）をｺﾝｽﾀﾝﾄに確保できる会社になる

２００５年度２００５年度 ２０１１年２０１１年 ２０１７年２０１７年２０１４年２０１４年２００８年２００８年

第３フェーズ第３フェーズ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰ
としての基盤確立としての基盤確立

第２フェーズ第２フェーズ

第１フェーズ第１フェーズ

アジアで圧倒的な存在確立アジアで圧倒的な存在確立
グローバルグローバル
プレイヤーへプレイヤーへ

『全ての質を
高める』

『成長軌道に乗る』

『躍進を果たす』
　新３カ年計画

　前３カ年計画

資生堂の今後10年のロードマップ資生堂の今後10年のロードマップ

日本をオリジンとし、アジアを代表する
グローバルプレイヤー

としての第2次成長期実現

基盤確立基盤確立

今後10年を３つのフェーズで考えてい

きます。

まず 初のフェーズが「全ての質を高

める3年」です。これをベースに第2フェー

ズおいてアジアにおける圧倒的なプレ

ゼンスを磐石なものとし、第3フェーズで

世界規模での更なる成長と収益性向上

を果たしていきます。

そして10年後には、売上規模で1兆円

をゆうに超え、その半分以上を海外で

獲得し、グローバルコンペティターに匹

敵するよう、少なくともROEで15％以上、

営業利益率で12％以上をコンスタントに

確保できる会社になる。

このシナリオ実現に向けて進んでいき

たいと考えます。

新3ヵ年計画の概要新3ヵ年計画の概要

では、第1フェーズとなる新3ヵ年計画の概

要についてご説明していきます。



“世界中のお客さまに愛されるブランド”
を創り上げる

“世界中のお客さまに愛されるブランド””
を創り上げる

宣言１宣言１

“世界を攻める質の高い経営品質”
を確立する

“世界を攻める質の高い経営品質”
を確立する

宣言２宣言２

“国、組織を越えた資生堂グループの
結束力”を高める

“国、組織を越えた資生堂グループの
結束力”を高める

宣言３宣言３

日本をオリジンとしアジアを代表する
グローバルプレイヤーを目指し、

日本をオリジンとしアジアを代表する日本をオリジンとしアジアを代表する
グローバルプレイヤーを目指し、グローバルプレイヤーを目指し、

新3ヵ年計画「３つの宣言」新3ヵ年計画「３つの宣言」
新3ヵ年では、この３つを実現していき

ます。

日本をオリジンとしアジアを代表するグ

ローバルプレイヤーを目指し、

１．世界中のお客さまに愛されるブランド

を創り上げること。

２．世界を攻める質の高い経営品質を確

立すること。

３．国・組織を越えた資生堂グループの

結束力を高めることです。

具体的戦略構築上のキーワード具体的戦略構築上のキーワード

成長性拡大と収益性向上の両立成長性拡大と収益性向上の両立成長性拡大と収益性向上の両立

グローバル化グローバル化グローバル化

峻別と集中峻別と集中峻別と集中

社外の知恵とリソースの活用社外の知恵とリソースの活用社外の知恵とリソースの活用

＋

これらを実現していくため、全体戦略の

中で貫かれている共通のキーワードは、

「成長性の拡大と収益性向上の両立」。

これは、前3ヵ年から変わらず継続してい

く方針です。

加えて、新3ヵ年では、「グローバル化」と

「峻別と集中」、そして、「社外の知恵とリ

ソースを幅広く活用」していくこと。この３

点を徹底していきたいと考えています。



資生堂2008～2010年度3ヵ年計画全体像資生堂2008～2010年度3ヵ年計画全体像

成長性の拡大と収益性の向上成長性の拡大と収益性の向上

グローバル化グローバル化グローバル化

グローバルグローバルSHISEIDOSHISEIDOブランド育成ブランド育成

ブランドづくりブランドづくり

キ
ー
ワ
ー
ド

日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める

峻別と集中峻別と集中峻別と集中 社外の知恵とリソース活用社外の知恵とリソース活用社外の知恵とリソース活用

戦
略
の
方
向
性

アジアでの圧倒的存在感の確立に向けてアジアでの圧倒的存在感の確立に向けて

ﾏｽﾃｰｼﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの本格展開
中国事業のさらなる拡大
日本でNo.1のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを磐石なものへ

資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟの価値向上に向けた基盤強化資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟの価値向上に向けた基盤強化

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの活動革新進化
価値創造力の強化
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産体制の整備

グローバル人材の育成グローバル人材の育成

経営品質向上経営品質向上

組織能力の向上組織能力の向上

ガバナンス体制の進化ガバナンス体制の進化

構造改革構造改革

CSRCSRへの積極取り組みへの積極取り組み

グループ結束力強化グループ結束力強化

2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2ﾎﾟｲﾝﾄ、海外売上比率40％超2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2ﾎﾟｲﾝﾄ、海外売上比率40％超

数
値
目
標

具体的戦略を一表にあらわすとこのように

なります。

１．グローバルSHISEIDOブランドの育成強化
２．アジアでの圧倒的存在感の確立に向けて
３．資生堂グループの
　　　　　　　　　　　価値向上に向けた基盤強化

１．グローバルSHISEIDOブランドの育成強化
２．アジアでの圧倒的存在感の確立に向けて
３．資生堂グループの
　　　　　　　　　　　価値向上に向けた基盤強化

【宣言１】“世界中のお客さまに愛されるブランド”
を創り上げる

【宣言１】“世界中のお客さまに愛されるブランド”
を創り上げる まずは「ブランドづくり」です。これら3点に

ついて取り組んでいきます。



１．グローバルSHISEIDOブランド

の育成強化

１．グローバルSHISEIDOブランド

の育成強化

はじめに、「グローバルSHISEIDOブランド」

は、日本を含む世界各国のデパートカウ

ンターなど、資生堂の名前を冠する売り場

で販売しており、今後、グローバルプレイ

ヤーとしての象徴的存在のひとつとして、

育成強化を図っていきます。

ライン集約、商品体系刷新ライン集約、商品体系刷新ライン集約、商品体系刷新ライン集約、商品体系刷新ライン集約、商品体系刷新ライン集約、商品体系刷新

グループ総力を結集し、シェアを拡大グループ総力を結集し、シェアを拡大グループ総力を結集し、シェアを拡大

１．グローバルSHISEIDOブランドの育成強化１．グローバルSHISEIDOブランドの育成強化

シティーコンセプト戦略の展開シティーコンセプト戦略の展開シティーコンセプト戦略の展開

新興市場へ拡大新興市場へ拡大新興市場へ拡大

シティーコンセプト戦略の展開シティーコンセプト戦略の展開シティーコンセプト戦略の展開

まず、グローバルSHISEIDOブランドとし

て一貫した強みを発揮できるよう、ライ

ンを順次集約し、商品体系を刷新します。

次に、具体的なマーケティング手法とし

て取り組んでいく戦略が「シティーコンセ

プト」です。



シティーコンセプトシティーコンセプト

市場を面ではなく点（シティー）で捉え、集中的に
原資を投下し、攻めのマーケティングを展開

市場を面ではなく点（シティー）で捉え、集中的に市場を面ではなく点（シティー）で捉え、集中的に
原資を投下し、攻めのマーケティングを展開原資を投下し、攻めのマーケティングを展開

都市集中型：SHISEIDOブランドの集中育成都市集中型都市集中型：：SHISEIDOSHISEIDOブランドの集中育成ブランドの集中育成

都市深耕型：マルチブランド展開都市深耕型都市深耕型：マルチブランド展開：マルチブランド展開

シティーコンセプトとは、広大な世界市

場をこれまでのような国単位の面ではな

く、点、つまりシティーの単位で捉え、都

市ごとに集中的に原資を投下し、攻めの

マーケティングを展開していくという戦略

です。

攻略する都市のタイプを２つに分け、そ

れぞれの市場環境に見合ったマーケティ

ングを展開していきます。

シティーコンセプトシティーコンセプト

都市集中型：SHISEIDOﾌﾞﾗﾝﾄﾞの集中育成都市集中型都市集中型：：SHISEIDOSHISEIDOﾌﾞﾗﾝﾄﾞの集中育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの集中育成

例）

・ﾌﾟﾚｽやｵﾋﾟﾆｵﾝﾘｰﾀﾞｰを対象とした地域に密着したPR活動

・ｻﾝﾌﾟﾙｷｯﾄの重点配分など新規顧客獲得のための　　　　　

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化

・ﾒｰｷｬｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄとのﾀｲｱｯﾌﾟや店内ｲﾍﾞﾝﾄ強化

ひとつは、都市集中型。資生堂ブランド

が十分な強さを発揮できていないもの

の、市場特性上、集中的に原資を投下

することで早期の成長が見込める都市

において、徹底的な育成を図っていくと

いうものです。

わかりやすい例で申せば、ロシアでは、

消費そのものがモスクワとサンクトペテ

ルブルグの2都市に集中しており、この

戦略でプレゼンスの拡大を図っていく方

針です。



シティーコンセプトシティーコンセプト

都市深耕型：マルチブランド展開都市深耕型都市深耕型：マルチブランド展開：マルチブランド展開

Beauty Expo例

例）ﾏﾙﾁﾌﾞﾗﾝﾄﾞによる店内ｲﾍﾞﾝﾄや
顧客向けﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなどの開催

それを一歩進めたのが都市深耕型です。

タイのバンコクなど、資生堂ブランドが一

定のプレゼンスを確保している都市にお

いては、マルチブランド展開を進め、グ

ループシナジーを発揮していきます。

マルチブランド展開の要となるのが、フ

ランスの子会社「ボーテ･プレステージ･

インターナショナル」のデザイナーズフレ

グランスや、米国の子会社「ナーズ」のメー

キャップなどです。特にフレグランスは、

欧米の化粧品市場のおよそ2割を占め

る重要なカテゴリーであることから、向こ

う3年、これまで以上に積極的に育成を

図っていきます。

シティーコンセプトシティーコンセプト

シティーを横断的につなぐ展開シティーを横断的につなぐ展開シティーを横断的につなぐ展開

ベルリン、ミュンヘン、デゥッセルドルフ、　　　
マドリッド、バルセロナでビルボード展開

例）欧州での「Ｚｅｎ Ｃｉｔｙ Ｊａｃｋﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ」

さらにその延長線上で、いくつかのシ

ティーを結んで同時に展開していく手法

も組み入れていきます。事例のひとつ

が、昨年秋に欧州で先行発売した資生

堂ブランドのフレグランス「ZEN」のプロ

モーションです。欧州の主要都市を結ん

で、街角や空港のビルボード、航空機

内や免税店、デパートにおけるプロモー

ションなどを同時に展開し、大きな成果

を上げました。

新3ヵ年でも引き続き、トラベルリテール

ビジネスを高い成長と収益性を確保で

きる分野として集中的に育成する計画

としており、それに併せて、複数のシ

ティーやトラベルリテールを結んだ都市

横断型プロモーションも一層強化してい

く考えです。



ライン集約、商品体系刷新ライン集約、商品体系刷新ライン集約、商品体系刷新

グループ総力を結集し、シェアを拡大グループ総力を結集し、シェアを拡大グループ総力を結集し、シェアを拡大

グローバルSHISEIDOブランドの育成強化グローバルSHISEIDOブランドの育成強化

シティーコンセプトの展開シティーコンセプトの展開シティーコンセプトの展開

新興市場へ拡大新興市場へ拡大新興市場へ拡大新興市場へ拡大新興市場へ拡大新興市場へ拡大

加えて、中国、ロシアに次ぐ新興市場とし

て、既に代理店を通じたビジネスを展開し

ているエリアについても、将来に向けた事

業モデルの構築に取り組んでいきます。

２．アジアでの圧倒的存在感の確立

に向けて

２．アジアでの圧倒的存在感の確立

に向けて

次に「アジアでの圧倒的存在感の確立に

向けて」です。



２．アジアでの圧倒的存在感の確立

に向けて

２．アジアでの圧倒的存在感の確立

に向けて

①アジア全域におけるマステージマーケティングの展開①アジア全域におけるマステージマーケティングの展開①アジア全域におけるマステージマーケティングの展開

②中国事業のさらなる拡大②中国事業のさらなる拡大②中国事業のさらなる拡大

③日本でNo.1のポジションを磐石なものへ③日本で③日本でNo.1No.1のポジションを磐石なものへのポジションを磐石なものへ

ここではご覧の通り３つの取り組み課題を

掲げていきます。

メガブランドのアジア展開拡大メガブランドのアジア展開拡大メガブランドのアジア展開拡大

マステージのビジネスモデル確立⇒次期3ヵ年に本格展開マステージのビジネスモデル確立⇒次期マステージのビジネスモデル確立⇒次期33ヵ年に本格展開ヵ年に本格展開

アジアでの存在を圧倒的なものにアジアでの存在を圧倒的なものにアジアでの存在を圧倒的なものに

①アジア全域におけるマステージマーケティングの展開①アジア全域におけるマステージマーケティングの展開

生産体制整備⇒ベトナム工場設立生産体制整備⇒ベトナム工場設立生産体制整備⇒ベトナム工場設立

まず「マステージ」。これは、「通常のマ

ス商品よりは値が張るが、プレステージ

商品に比べるとかなり値ごろ感がある」

というポジションで、アジア人の肌や嗜

好を熟知しているという強みや日本にお

けるビジネスノウハウを活かし、今後、

アジア全域を対象に拡大を図っていき

たいと考えています。

本格展開は2011年度から始まる次の3ヵ

年となりますが、新3ヵ年では、そのトッ

プランナーとして国内メガブランドをアジ

ア全域へと順次拡大し、「日本のメガブ

ランド」から「アジアのメガブランド」へと

進化させます。またこの間に、マステー

ジビジネス独自の磐石な収益モデルを

確立し、本格展開へと備えていきます。

また先日、ベトナム工場の新設を発表

しましたが、これが今後、マステージビ

ジネスの主力工場となります。新3ヵ年

中に安定稼動できる体制を整えていき

ます。



デパートチャネル：オプレ14年ぶり全面リニューアル
　　　　　　　　　　　　グローバルSHISEIDO育成強化

デパートチャネル：オプレデパートチャネル：オプレ1414年ぶり全面リニューアル年ぶり全面リニューアル
　　　　　　　　　　　　グローバル　　　　　　　　　　　　グローバルSHISEIDOSHISEIDO育成強化育成強化

専門店チャネル：ピュアマイルド優良店契約の新設
質の向上と面の拡大を両立、契約店総数5000店以上へ

専門店チャネル：ピュアマイルド優良店契約の新設専門店チャネル：ピュアマイルド優良店契約の新設
質の向上と面の拡大を両立、契約店総数質の向上と面の拡大を両立、契約店総数50005000店以上へ店以上へ

年平均＋20％の高成長持続
前3ヵ年と同水準の営業利益率確保

年平均＋年平均＋2020％の高成長持続％の高成長持続
前前33ヵ年と同水準の営業利益率確保ヵ年と同水準の営業利益率確保

②中国事業のさらなる拡大②中国事業のさらなる拡大

第3のチャネル開拓を本格化第第33のチャネル開拓を本格化のチャネル開拓を本格化

次が中国事業のさらなる拡大です。

デパートチャネルにおいては、オプレ

の全面リニューアルとグローバル

SHISEIDＯブランドを集中的に強化して

いくこと。化粧品専門店チャネルにおい

ては、従来の「専門店契約」に加え、新

たな契約形態としてピュアマイルドのみ

扱う「ピュアマイルド優良店契約」を設

け、裾野の拡大と質の維持・向上を両

立し、 終年度には２つの契約形態を

併せて累計5000店以上を達成すること。

また、デパート、専門店に次ぐ第3のチャ

ネル開拓を本格化することです。

これらによって、市場全体の成長を年

平均＋10％と見込む中、その倍となる

年平均＋20％（現地通貨ベース）の高

成長を維持し、且つ、前3ヵ年と同水準

の営業利益率を確保していく計画です。

リレーショナルブランド戦略の展開リレーショナルブランド戦略の展開リレーショナルブランド戦略の展開

持続的成長を可能とする質の高い売上の拡大持続的成長を可能とする質の高い売上の拡大持続的成長を可能とする質の高い売上の拡大

③日本でのNo.1のポジションを磐石なものへ③日本でのNo.1のポジションを磐石なものへ

第2次営業革新：100％お客さま志向の徹底第第22次営業革新：次営業革新：100100％お客さま志向の徹底％お客さま志向の徹底

育成ブランドを２７→２１へ絞り込み育成ブランドを２７→２１へ絞り込み育成ブランドを２７→２１へ絞り込み

さて次に、日本をオリジンとしアジアを

代表するグローバルプレイヤーを目指

すには、何と言ってもホームマーケット

である日本においてNo.1のポジションを

磐石にし、グローバル展開におけるプロ

トタイプとなる成功事例を積み重ねてい

くことが不可欠です。

具体的にはここにある３つの課題に取

り組みます。まずブランド戦略からご説

明します。



リレーショナルブランド戦略リレーショナルブランド戦略

前3ヵ年・０５～０７年度

メガブランドの導入

導入 ０５～０６年度
育成　０７年度～　　

リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル

新3ヵ年・０８～１０年度

第2次営業革新

プロモーショナル領域
の継続強化

⇒メガブランドの育成

ベネフィーク、
アンドフェイス強化

リレーショナル領域の強化

ＢＣの活動革新
第２フェーズ

お客さまとの
出会いの拡大

シ
ナ
ジ
ー
発
揮

お客さまとの
絆の強化

チャネル専用ブランド

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（BC)
の活動革新：第１フェーズ

クレ･ド･ポー ボーテ、
Dプログラム強化

新ブランド導入

前3ヵ年におけるブランド戦略の目玉はメガブ

ランド導入でした。日本の化粧品市場におけ

る重要なカテゴリーごとに６つのブランドの柱

を打ち立て、「資生堂は変わった、資生堂の

商品は魅力的だ」というイメージを強烈に植

えつけるためにも、大々的なプロモーションで

売っていくメガブランドの成功が不可欠でした。

この課題を乗り越えた今後は、資生堂の得

意領域、つまりお客さまとの強い絆づくりをベー

スに展開していくリレーショナルブランドの拡

大に本格的に取り組んでいきます。

具体的には、ベネフィークやアンドフェイス、

　dプログラムなど既存ブランドの育成に加え、

今年度後半には、クレ・ド・ポー ボーテに

高級ラインを追加するとともに、話題性の高

い新ブランドの発売も計画しています。

実は前3ヵ年において、ビューティーコンサル

タントの活動革新や営業改革によって店頭の

パワーを高めてきたのも、このリレーショナル

ブランド戦略へ結びつけるためでもありまし

た。いよいよその成果を本格的に活かし、資

生堂の強みを存分に発揮していきたいと考え

ています。

育成ブランド27から21へ絞り込み育成ブランド27から21へ絞り込み

６メガブランド 2ﾘﾚｰｼｮﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

２7育成ブランド

前3ヵ年の育成ブランド27前前33ヵ年の育成ブランドヵ年の育成ブランド2727

５ﾘﾚｰｼｮﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

新ブランド新ブランド

２１育成ブランド

新3ヵ年の新しい育成ブランド21新3ヵ年の新しい育成ブランド21

加えて新3ヵ年では、新たなブランドポー

トフォリオを展開していきます。

具体的には、メガブランド６つの継続育

成に加え、リレーショナルブランド５つと、

この他10のブランドを合計した21の育成

ブランドにマーケティング投資とマンパ

ワーを集中していきます。前3ヵ年はス

タート時点で35だったものを27にまで絞

込みました。今後さらに峻別と集中を進

め、マーケティング効率を高めていきた

いと考えています。

このように売上の質を高めていくにおい

て、前3ヵ年に引き続き、重点的に取り

組むのが営業改革です。新たに、ビュー

ティーコンサルタントに加えて営業にも

「100％お客さま志向」を徹底する体制

を整えます。



「売上目標」は目指すべきゴールではあるものの、評価対象とはしない指標「売上目標」は目指すべきゴールではあるものの、評価対象とはしない指標

販売高予算販売高予算販売高予算

売上目標売上売上目標目標

一人でも多くのお客さまに出会う
・客数拡大 　　
・売場拡大　ｅｔｃ

出会ったお客さまを美しくし続ける
　　　　　　　・美容法の伝達

・再来店客数の拡大　ｅｔｃ

お客さま満足

最終目標最終目標を達成するための活動プロセス

営業担当各々の考えに基づく活動
場合によっては

お客さま不在
これまで

これから

評価対象

評価対象

第2次営業革新：100％お客さま志向の徹底第2次営業革新：100％お客さま志向の徹底
具体的には、営業担当に対する販売高

予算を撤廃し、売上の結果ではなくプロ

セスをより重視する方向へと転換させま

す。販売高予算に代わる評価指標とし

ては、新たに来店客数や再来店率、売

場実現率などを設けます。これらは、先

行事業所の事例などで、明らかに売上

アップに直結し、しかもお客さま満足1点

を目指すビューティーコンサルタントの

活動とベクトルが合致することが確認さ

れています。

第2次営業革新：100％お客さま志向の徹底第2次営業革新：100％お客さま志向の徹底

打合せ

お客さまづくり活動と
連動した販促・施策の

ご提案
（オンリーワン連動）

お客さまづくり活動
実績の確認

美容関連情報の
ご案内

セミナーまたは
美容講座受講の

ご案内

１．実施している
２．実施していない

お客さまづくり活動の
ご提案（絆を深める）
（オンリーワン連動）

お客さまづくり活動と
連動した売場づくりの

ご提案
（オンリーワン連動）

売場メンテナンス

従業員様との
コミュニケーション

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ご
提
案
活
動

活
動
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

美
容
情
報
共
有

■お得意先さまアンケート（専門店）

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

お客さまづくり活動の
ご提案（出会いの拡大）

（オンリーワン連動）

１．実施している
２．実施していない

ご質問項目

充分

活動の有無

活動の程度
（左記の項目で実施している○をつけた項目にお答えください）

営業担当者名
ご記入者の
お名前・役職

企業・店舗名

まあ充分
どちらとも
いえない

やや不充分 不充分

■上記以外に、当社営業についてお気づきの点などございましたら、お聞かせください。

ご協力有難うございました。今後とも、宜しくお願い申し上げます。

打合せ

お客さまづくり活動と
連動した販促・施策の

ご提案
（オンリーワン連動）

お客さまづくり活動
実績の確認

美容関連情報の
ご案内

セミナーまたは
美容講座受講の

ご案内

１．実施している
２．実施していない

お客さまづくり活動の
ご提案（絆を深める）
（オンリーワン連動）

お客さまづくり活動と
連動した売場づくりの

ご提案
（オンリーワン連動）

売場メンテナンス

従業員様との
コミュニケーション

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ご
提
案
活
動

活
動
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

美
容
情
報
共
有

■お得意先さまアンケート（専門店）

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

お客さまづくり活動の
ご提案（出会いの拡大）

（オンリーワン連動）

１．実施している
２．実施していない

ご質問項目

充分

活動の有無

活動の程度
（左記の項目で実施している○をつけた項目にお答えください）

営業担当者名
ご記入者の
お名前・役職

企業・店舗名

まあ充分
どちらとも
いえない

やや不充分 不充分

■上記以外に、当社営業についてお気づきの点などございましたら、お聞かせください。

ご協力有難うございました。今後とも、宜しくお願い申し上げます。

打合せ

定番外売場のご提案

本部商談決定事項の
確認

美容関連情報の
ご案内

セミナーまたは
美容講座受講の

ご案内

カルテ活用のご提案

１．実施している
２．実施していない

半期計画のご提案

月次計画のご提案

定番売場の
メンテナンス

従業員様との
コミュニケーション

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ご
提
案
活
動

店
頭
実
現

美
容
情
報
共
有

■お得意先さまアンケート（ドラッグストア）

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

１．実施している
２．実施していない

■上記以外に、当社営業についてお気づきの点などございましたら、お聞かせください。

ご協力有難うございました。今後とも、宜しくお願い申し上げます。

ご質問項目

充分

活動の有無

活動の程度
（左記の項目で実施している○をつけた項目にお答えください）

営業担当者名
ご記入者の
お名前・役職

企業・店舗名

まあ充分
どちらとも
いえない

やや不充分 不充分

専門店 ドラッグストア

得意先アンケートの実施
また、ビューティーコンサルタント同様に、

得意先からの評価も重要なポイントと位

置づけ、年に2回、ご覧のような得意先

アンケートを実施します。

以上によって、営業から「売上さえ上が

ればよい」との安直な意識を一掃し、一

次しのぎの数字づくりでなく、将来の成

長に確実に結びつくような、より質の高

い営業を実現していきます。



３．資生堂グループの

価値向上に向けた基盤強化

３．資生堂グループの

価値向上に向けた基盤強化

次が、資生堂グループの価値向上に向け

た基盤強化です。

①ビューティーコンサルタント（BC）の活動革新の進化①ビューティーコンサルタント（BC）の活動革新の進化

②価値創造力の強化②価値創造力の強化

③グローバル生産体制整備③グローバル生産体制整備

３．資生堂グループの

価値向上に向けた基盤強化

３．資生堂グループの

価値向上に向けた基盤強化

取り組み課題はこの3点です。



“OMOTENASHI”道の具現化「SHISEIDO BEAUTY WAY」“OMOTENASHI”道の具現化「SHISEIDO BEAUTY WAY」

BC活動革新のグローバル展開BC活動革新のグローバル展開

世界中でNo.1のお客さま満足を実現・強化世界中でNo.1のお客さま満足を実現・強化

①ビューティーコンサルタント（BC）活動革新の進化①ビューティーコンサルタント（BC）活動革新の進化

まずビューティーコンサルタント（ＢＣ）

の活動革新のさらなる進化です。

はじめにお話した資生堂の強みのひと

つである「おもてなし」。これを更に世界

規模で強めていく取り組みとなります。

例えば、資生堂が136年の歴史を通じ

て培ってきた「おもてなし」道ともいえる

暗黙知を、「SHISEIDO BEAUTY WAY」

として体系化します。その「おもてなし」

道や、前3ヵ年において日本で成果を挙

げてきた「応対ソフト」をグローバルにも

展開するとともに、優秀なＢＣの海外派

遣の拡大などによってＯＪＴや相互交流

を活発化します。これらによって、BCと

いう職業のステイタスを高め、世界中で

No.1のお客さま満足を実現していきた

いと考えています。

肌質改善スキンケア＋効果感研究の強化肌質改善スキンケア＋効果感研究の強化肌質改善スキンケア＋効果感研究の強化

ヘルス&ビューティーケア、新領域への展開強化ヘルスヘルス&&ビューティーケアビューティーケア、、新領域への展開強化新領域への展開強化

社内外の知恵を結集し、No.1の研究開発力を展開
心まで豊かにする研究をさらに強化

社内外の知恵を結集し、社内外の知恵を結集し、No.1No.1の研究開発力を展開の研究開発力を展開
心まで豊かにする研究をさらに強化心まで豊かにする研究をさらに強化

②価値創造力の強化②価値創造力の強化

アライアンス、オープンイノベーションの積極推進アライアンス、オープンイノベーションの積極推進アライアンス、オープンイノベーションの積極推進

次が価値創造力の強化についてです。

これは、資生堂の強み「ヒューマンサイ

エンス」をより高めていく取り組みです。

当社の強みがもっとも発揮しうるスキン

ケア領域において、従来力を入れてき

た美白や抗老化に加え、肌あれや毛穴

対策など、肌質改善に向けた研究を強

化します。また、お客さまがはっきりと効

果を実感できるような使用感触や薬剤、

処方についての研究を深め、心に訴え

かけるモノづくりを進化させます。

一方、トータルソリューション実現に向

け、ヘルス＆ビューティーケアや美容皮

膚医療などの新領域にも力を注ぐととも

に、今後は自前主義にこだわらず、アラ

イアンスやオープンイノベーションなどを

積極的に進めていくことで、社内外の知

恵を結集し、美しい肌の実現はもちろん

のこと、心まで豊かにする研究を強めて

いきます。



③グローバル生産体制の整備③グローバル生産体制の整備

5極のR&D拠点

15ヶ所の生産拠点

ベトナム工場新設

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ工場閉鎖

ベトナム工場新設＋ニュージーランド工場閉鎖ベトナム工場新設＋ニュージーランド工場閉鎖ベトナム工場新設＋ニュージーランド工場閉鎖

コア領域への集中強化と戦略的アウトソーシング活用コア領域への集中強化と戦略的アウトソーシング活用コア領域への集中強化と戦略的アウトソーシング活用

グローバル化に向けた最適な生産供給体制を構築グローバル化に向けた最適な生産供給体制を構築グローバル化に向けた最適な生産供給体制を構築

（　　ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ拠点）

生産体制の整備もグローバル視点で

推進していきます。

既に前3ヵ年において、日本の生産拠

点を６つから４つに集約してきました。

新3ヵ年では、ベトナム工場の新設に加

え、ニュージーランド工場を閉鎖するな

ど、コア領域への集中強化と戦略的ア

ウトソーシングの活用を進め、グローバ

ル化に向けた 適な生産供給体制を整

えていきます。

１．グローバル人材の育成
２．組織能力の向上
３．ガバナンス体制の進化
４．構造改革の継続推進
５．CSRへの積極取り組み

１．グローバル人材の育成
２．組織能力の向上
３．ガバナンス体制の進化
４．構造改革の継続推進
５．CSRへの積極取り組み

【宣言２】“世界を攻める質の高い経営品質”
を確立する

【宣言２】“世界を攻める質の高い経営品質”
を確立する 次に、新3ヵ年ふたつめの宣言「世界を攻

める質の高い経営品質を確立する」につ

いてです。

ここでは、「人材」「組織」「ガバナンス」

「構造改革」「CSR」の５点に取り組んでい

きます。



次世代経営幹部育成次世代経営幹部育成次世代経営幹部育成

グローバル人事制度の構築グローバル人事制度の構築グローバル人事制度の構築

グローバルに通用する人材育成の強化グローバルに通用する人材育成の強化グローバルに通用する人材育成の強化

１．グローバル人材の育成１．グローバル人材の育成

現地社員育成：中国研修センター設立現地社員育成：中国研修センター設立現地社員育成：中国研修センター設立

まずグローバル人材の育成についてで

すが、例えば、前3ヵ年に引き続きスイス

ローザンヌにあるビジネススクールに幹

部候補生を派遣するなど、グローバル

に通用するトップマネジメントの養成に

取り組みます。また、国内外の垣根を取

り払ったグローバルな人事制度を構築

し、エリアを越えた人事ローテーションを

進めるなど、グローバル人材の育成を

図っていきます。

資生堂中国研修センター資生堂中国研修センター

中国の資生堂社員や得意先、販売専従員の教育を行う

将来的にはアジアの社員教育拠点としても活用拡大

現地社員の教育については、先陣を切っ

て中国・上海に、先月「資生堂中国研修

センター」を設立しました。資生堂にとっ

て日本以外の世界で初めてとなる本格的

な研修教育拠点です。将来的には中国

だけでなく、アジア全域の社員教育にも

活用していく考えです。



本社コーポレート部門改革本社コーポレート部門改革本社コーポレート部門改革

SAP導入による業務標準化・業務改革SAPSAP導入による業務標準化・業務改革導入による業務標準化・業務改革

グローバル化をバックアップする仕組みの構築
間接コスト低減と生産性アップにより経営効率向上

グローバル化をバックアップする仕組みの構築グローバル化をバックアップする仕組みの構築
間接コスト低減と生産性アップにより経営効率向上間接コスト低減と生産性アップにより経営効率向上

２．組織能力の向上２．組織能力の向上

組織能力の向上については、まずは、

本社コーポレート部門の機能や業務を

棚卸し、戦略機能および事業部門への

サポート体制を強化します。初年度から

導入するSAPを軸に、業務の標準化や

外部リソースの活用などよって仕事の

質と専門能力の向上を図り、新3ヵ年中

には、グローバル企業としてふさわしい

筋肉質な戦略本社へと道筋をつけ、同

時に生産性向上によって間接コストの

低減を図っていきます。

執行役員の少数精鋭化と若返り執行役員の少数精鋭化と若返り執行役員の少数精鋭化と若返り

担当機能の明確化・責任重視担当機能の明確化・責任重視担当機能の明確化・責任重視

グローバル企業としてのガバナンス体制をさらに強化グローバル企業としてのガバナンス体制をさらに強化グローバル企業としてのガバナンス体制をさらに強化

３．ガバナンス体制の進化３．ガバナンス体制の進化

次がガバナンス体制の進化です。

前3ヵ年スタート前には32名いた執行役

員を、この3年で少数精鋭化と若返りを

すすめ、2008年度には19名とし、平均

年齢も60歳を越えていたのが50歳台半

ばにまで若返りました。また0名だった40

歳台の執行役員も3名となりました。取

締役には、社外取締役２名に加え、今

回※）、初の外国人としてフィッシャー常

務が就任するとともに、岩田副社長が

代表取締役となるなど、ダイバーシティ

が進んでいます。更には、役員の担当

機能をこれまで以上に明確化するなど、

今後もグローバル企業としてのガバナ

ンス体制を強化していきます。

※）6月下旬予定の定時株主総会、および株主

総会終了後の取締役会において決定予定



米州構造改革の完遂、成果を他地域へ水平展開米州構造改革の完遂、成果を他地域へ水平展開米州構造改革の完遂、成果を他地域へ水平展開

低収益事業・ブランドの整理・撤退低収益事業・ブランドの整理・撤退低収益事業・ブランドの整理・撤退

効率化を進めて収益性向上を図り、
成長分野へと投資をシフト

効率化を進めて収益性向上を図り、効率化を進めて収益性向上を図り、
成長分野へと投資をシフト成長分野へと投資をシフト

４．構造改革４．構造改革

品種削減：2007年から2010年で約3割削減品種削減：品種削減：20072007年から年から20102010年で約年で約33割削減割削減

そして、前3ヵ年から引き続き取り組んでいくの

が構造改革です。

米州構造改革を完遂し、機能統合などのノウ

ハウを他の地域へも水平展開していきます。

また、収益性が低く、全体へのシナジーや成

長性が見込めない事業やブランドは、今後も

整理・撤退を断行していきます。

加えて、新3ヵ年で新たに力を入れるのが品種

削減です。前3ヵ年においてブランドの絞込み

を進めていった結果、例えば国内化粧品領域

では、27の育成ブランドで全体の8割以上の売

上を占めるまでになりました。しかし、残り2割

はその他極めて多数のブランドと品種で構成

されているわけであり、育成ブランドの絞込み

と合わせて、全体の品種数削減にも大胆に取

り組みます。具体的には、今後、国内外合わ

せて約3割の品種を順次生産中止とし、その結

果、前3ヵ年で先行して取り組んできた分と合

わせると、新3ヵ年中には05年のおよそ　6割の

品種数に絞り込まれることになります。削減対

象の商品については、 現行の育成ブランド内

の商品に同様もしくはそれ以上の機能性を付

加していくことで、お客さま志向の追及とコスト

低減の双方を達成していく考えです。

ソーシャルビューティーケア活動の拡大⇒グローバル展開ソーシャルビューティーケア活動の拡大⇒グローバル展開ソーシャルビューティーケア活動の拡大⇒グローバル展開

環境対応環境対応環境対応

グローバル企業としてのCSRに積極的に取り組むグローバル企業としてのグローバル企業としてのCSRCSRに積極的に取り組むに積極的に取り組む

５．CSRへの積極取り組み５．CSRへの積極取り組み

後がCSRへの積極的な取り組みです。

新3ヵ年において重点的に取り組むのはこ

の2点です。



ソーシャルビューティーケア活動ソーシャルビューティーケア活動

・専用商品の国内取扱い店の拡大

・グローバル展開⇒まずは中国に

・専用商品の国内取扱い店の拡大・専用商品の国内取扱い店の拡大

・グローバル展開⇒まずは中国に・グローバル展開⇒まずは中国に

　　ｿｰｼｬﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｹｱｾﾝﾀｰ（銀座本社ﾋﾞﾙ内）
資生堂が開発した専用化粧品

「ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾊﾞｰ」

まずは、ソーシャルビューティーケア活

動です。

これまで、高齢者施設の訪問に加え、

あざや白斑、血管腫など、現代の医療

では解決できない肌悩みをお持ちの方

に対し、化粧を通じて美しくなることで

QOLを向上し、心まで元気になっていた

だく活動を強化してまいりました。一昨

年は、その総本部的施設として、銀座

の本社ビルに「ソーシャルビューティー

ケアセンター」をオープンし、この1年半

で、5歳から70歳代まで、男女を問わず

700名を超える多くの方にご利用いただ

きました。また、専用化粧品の取扱い店

は、全国各地に広がっています。

新3ヵ年では、この活動を日本で空白地

域がでないよう拡充するとともに、この

12月には中国に導入するのを皮切りに

海外へも展開していきます。

環境対応の強化環境対応の強化

これまでの活動例：イーストウインザー工場の屋外ソーラーパネル

中国での植林活動

▼

エコアイディア公募などで全社的ムーブメントへ

これまでの活動例：イーストウインザー工場の屋外ソーラーパネルこれまでの活動例：イーストウインザー工場の屋外ソーラーパネル

中国での植林活動中国での植林活動

▼▼

エコアイディア公募などで全社的ムーブメントへエコアイディア公募などで全社的ムーブメントへ

イーストウィンザー工場の
屋外ソーラーパネル

中国・甘粛省蘭州市での
植林活動

また、環境対応の強化は、グローバル

企業の一員として、何よりも地球市民の

一員として果たしていかなければならな

い重要な責任のひとつと認識していま

す。これまでも世界各地で取り組みを進

め、直近の事例としては、アメリカのイー

ストウィンザー工場に屋外ソーラーパネ

ルを設置し省電力に取り組んだり、中国

では植林活動にも協力しています。今

後もそれらを強化していくとともに、新た

にエコアイディア公募を行い、社員全員

が環境問題を自分自身の問題として捉

え、それを全社的な課題やムーブメント

としていくよう、検討を急ぎ進めてまいり

ます。



経営数値目標経営数値目標

次が３つめの宣言「結束力」になりますが、

その前に、これまで挙げてきた具体策を踏

まえたうえで、向こう3年で目標としていく経

営計画についてご説明します。

07年（見込） 08年（目標） 09年（目標） 10年（目標）

2010年までの売上・営業利益率目標2010年までの売上・営業利益率目標

7,250億円

連結売上

8.3%

　　売上：年平均+4～5％
　　　（国内+1～2％、海外現地+10％以上、海外売上比率40％超）

　　営業利益率：10％以上、ROE：営業利益率＋1～2ﾎﾟｲﾝﾄ

　　売上：年平均+4～5％
　　　（国内+1～2％、海外現地+10％以上、海外売上比率40％超）

　　営業利益率：10％以上、ROE：営業利益率＋1～2ﾎﾟｲﾝﾄ

10%以上 営業利益率

まず、 終年度には、営業利益率10％

以上、ROEは営業利益率にプラス　１か

ら２ﾎﾟｲﾝﾄの水準を目指していきます。

売上は３年間で年平均４～５％成長、う

ち国内は１～２％程度と市場全体の成

長率を若干上回る程度と見込みます。

海外は、現地売上で+10％以上の2桁成

長を果たしていきます。

なお、為替レートをUS$100円、ユーロ

155円、中国元14.5円と見込むと、 終

年度で売上規模は8000億円以上、海外

売上比率は40％を超えます。　08年度

を含む年度ごとの経営計画は各年度の

決算説明会で詳しくご案内いたします

が、ＵＳ＄100円ベースで見込むと、初

年度の売上成長率は、表にあるとおり、

若干鈍化するかたちとなります。



コスト構造推移コスト構造推移

＜０７年度見込＞ ＜１０年度見通し＞

（売上比、％）

約１PP改善

▲α投資増

+α改善

約1PP改善

約2PP改善

売上原価 26前後

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
ｺｽﾄ

24程度

人件費 21程度

その他
販管費 21程度

営業利益 8.3

売上原価 25程度

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
ｺｽﾄ

20～21

20程度

営業利益 10以上

その他
販管費

人件費

24～25

以上をコスト構造の観点からみると、こ

のようになります。

07年度と比較して、品種削減効果など

を盛り込み原価を１ポイント程度削減。

生産性向上効果を反映してその他費用

などの効率化を図り１ポイント程度削減

します。マーケティングコストは今後も24

～25％を安定的に投入し、売上拡大を

図っていきます。

株主還元株主還元
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中間 期末
（予定）

期

66期連続増配期連続増配
前前33ヵ年：総還元性向ヵ年：総還元性向93%93%

　　　　 配当性向配当性向55%55%
（円）

配当金を主体に、機動的な自社株取得・消却
⇒連結総還元性向：中期的に60％

配当金を主体に、機動的な自社株取得・消却
⇒連結総還元性向：中期的に60％

株主還元については、総還元性向を中期

的に60％という前3ヵ年からの基本方針を

継続します。現金配当を主体としながら機

動的な自己株取得・消却を行っていく考え

です。



【宣言３】“国組織を越えた資生堂グループの
結束力”を高める

【宣言３】“国組織を越えた資生堂グループの
結束力”を高める

後、３つめの宣言「国、組織を越え

た資生堂グループの結束力を高める」

です。

実は昨年、社員を対象に満足度調査

を行いました。質問項目の中には、日

本国内さまざまな会社が共通して調

査しているものがあり、そこから、自社

の特徴、強み、弱みといった点が客観

的に把握できます。

その中で、私が も嬉しく、また心強く

感じたのは、資生堂の社員は、「会社

に対する誇り」や「会社を愛する気持

ち」、「会社の将来に夢を抱いている」

という点において、他社に比べてずば

抜けて高い結果が出たということです。

創業以来、脈々と受け継がれてきた

先達の思いがそうさせているのかもし

れません。あるいは、過去3年の改革

において、厳しい壁を乗り越えてきた

という自信も貢献しているのかもしれ

ません。

いずれにしても、この「資生堂人として

の志」と結束力とが、厳しいグローバル

市場での競争において独自の存在を築

き、発展を遂げていく上で、 も大きな

強みになるのではないかと感じている

のです。

他のどのグローバル企業とも異なる資

生堂ならではの価値や魅力をお客さま

に認められ、愛され信頼され、そして社

会全体から必要とされる存在になること

を目指し、アジアを代表するグローバル

プレイヤーとしての歩みがいまここから

始まります。

今後とも皆さまからのご助言、ご協力を

どうぞよろしくお願いいたします。　ご清

聴ありがとうございました。


